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５月 ５日
子 ども の日
は ︑国 内
基 すべ ての
原 発が 止ま
り まし た︒
こ のま ま︑
原 発ゼ ロに
向 けて 市と

市 民 の積 極 的
市 川市 も原 発ゼ ロを
な エ ネル ギ ー めざ して 節電 やエ ネル
政 策 の取 り 組 ギー も地 産・ 地消 の新
み を すす め る しい 社会 ︑地 域を 考え
機 会 にし た い ていくべきです︒
ものです︒
原発 をな くす 全国 連
絡会は ５月 日︑﹁ 原
発ゼロ をめ ざす 全国 交
流集会 ﹂を 開催 ︒私 も
市 は︑ 太陽 光発 電シ
参加し ︑全 国の 多彩 な ステ ムや 風力 発電 の導
取り組 みの 発言 に刺 激 入に 努め ︑小 中学 校で
を受けました︒
校︑ 北消防 署な ど公
政府 は事 故原 因究 明 共施 設に ７ヶ 所︑ 合計
や安全対策 ・避
施設 に導入 ︒今 後︑
難計画もな いま ４中 ・国 分小 の建 て替
ま再稼働を すす えに 伴い 太陽 光シ ステ
めようとし てい ムの 導入 を予 定し てい
ます︒原発 は一 ます ︒ま た︑ 住宅 太陽
たび事故が 起こ 光発 電シ ステ ム助 成事
れば人体へ の影
響が大き く国土
が汚染さ れます︒
使用済み 核燃料
も増えつ づけ︑
安全な処 理技術
も確立さ れてい
ません︒
全国交流集会で発言を聞く参加者
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６ 月市議 会一般 質
問で取り上げます

住宅用太陽光発電設置助成
☆１kw当たり２万円、上限は10
万円。市川市は平成12年度か
ら実施、今年の予算は2800万
円です。昨年は、千葉県も補助
金制度を創設しました。
業 は︑ 一昨 年と比 べ申
請 が倍 近く に増え てい
ま す︒ 共同 住宅に も︑
補 助制 度を 検討す ると
議会で
答弁し
ました︒
６月
市議会
で ︑原 発ゼ ロをめ ざし︑
自 然エ ネル ギーの まち
市 川を 宣言 し︑太 陽光
発電など自然エネルギー
の 普及 ・拡 大を求 めて
質問します︒
皆さ んの ご意見 や要
望をお聞かせ下さい︒

質問項目（金子貞作）

★原発稼働ゼロに対する市の認識、及び

自然エネルギーの普及・拡大について

★食料品の放射能検査体制について

★公契約条例の制定について

★市川大野駅前の交差点安全対策及び案

★特養ホームの増設計画及び認知症の基

盤整備、外環代替地の公共用地活用

﹁車の 振動がひどくて そこで私 と日本共産党
明け方寝られない﹂
大柏支部 は昨年︑市長
住民 から要望を受け に道路舗 装の改善要望
早速現 地調査︒道路の を提出︒ 市も﹁前々か
わだち ︑ひび割れなど らひどい ことは認識し
が何カ 所もありました︒ ている︒ 年度舗装を
検討する ﹂と回答しま
した︒
その後 ︑道路安全課
の課長に 問い合わせた
ところ﹁ 現在︑業者を
選ぶ入札 の準備をして
いる︒セ ブンイレブン
跡地交差 点から大野ふ
れあい館 先まで全面補
修を行う ﹂予定を明ら
かにしました︒

内看板設置について
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家庭における機種別の消費電力の比較

エアコン25.2％

冷蔵庫16.1％

照明器具：16.1％

資源エネルギー庁（平成16年度電力需給の概要）

︒

塩川氏は ﹁﹃現役世
代﹄に支え られている
のは﹃高齢 者﹄だけで
はない︒﹃ 子ども﹄も
支えられて いる︒労働
力人口が全 人口を支え
ているのが 実態だ﹂と
追及しました︒

した︒
塩川氏は︑内 閣府の
検討会も﹁高齢 者を一
律にとらえることで若・
中年者の負担感 や不安
感を実態以上に 高めて
いる﹂と指摘し ている
ことを示し︑﹁ 世代間
対立をあおる有 害な議
論はやめるべき だ﹂と
批判︒岡田克也 副総理
は﹁︵リポート は︶内
閣府の依頼に基 づいて

月

日赤旗

研究者が出したもの で︑
政府の正式な見解で は
ない﹂と言い逃れま し
た︒
さらに塩川氏は︑ 政
府広報では﹁急増す る
社会保障給付をみん な
で支えます﹂としな が
ら企業負担が出てこ な
いと追及︒﹁大企業 ほ
ど優遇される法人税 に
もまったくふれてい な
い﹂﹁国民をミスリ ー
ドする宣伝に
よって消費税
増税を押し付
けるのは認め
られない﹂と
主 張 し ま し た︒
︵

記事を掲載︶

都市 計画 道路 ・
・ 号の 道路築
造 工事 に伴い ︑東
菅野
丁 目 付近
︵ 林自 動車前 ︶の
バ ス通 りの延 長約
２ ００ ｍに ついて ︑
６ 月か ら写真 のと
お り通 行経路 の切
替 を行 なって いま
す︒一方通行になっ
ていま すので ご注
意ください︒
３・４・ 号道
路は３ 年後に 開通
する予 定で︑ 工事
がおこ なれて いま
▼梅 雨前線が北上すれ
す︒開 通すれ ば大
ば︑ 梅雨入りです︒関
柏地域 の下水 道接
東地 方の平年の梅雨入
続も可 能にな って
りは ︑８日頃︒いよい
きます︒
よ︑ 雨が多い季節の到
来で す▼６月定例市議
会が ８日︑開会しまし
た︒今回︑住宅リフォー
﹁電柱にひびが入って ム条 例を２会派で議員
いる︒台風などで倒れ 提案 しました︒議員か
ないか心配です﹂
ら質 疑通告があり︑私
住民の通報を受けて︑ が本 会議場で答弁する
早速市に対策を要望し こと になります︒この
たところ︑東電が取り ため ４日の週は︑答弁
あえず応急措置の補修 書の 作成準備に追われ
を行いました︒風で電 まし た︒また︑一般質
柱が倒れると大変です︒ 問も ５項目通告しまし
気がついた所があった た︒ ぜひ市議会の傍聴
らご連絡下さい︒
においで下さい︒

金子貞作 ３３７−６１８４（夜間）

連絡先
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小宮山洋 子厚
労相は︑労 働力
人口と全人 口の
比率は﹁１ ９６
５ 年 が ２ ・ ０ ５︑
２０１２年が１・
９６︑２０ ３０
年が１・８ ９に
なる﹂と答 え︑
将来にわた って
比率が変わ らな
い ことを認 めま
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日本共産党の塩川鉄也議員は５月 日の衆
院社会保障・税特別委員会で︑世代間対立を
あおって消費税増税を正当化する政府広報は
まやかしだと追及し︑増税おしつけの論拠を
突き崩しました︒
政 府は１人の 高齢
者を 支える現役 世代
の人数 が減るため
﹁胴上 げ型﹂から
﹁騎 馬戦型﹂へ ︑さ
らに ﹁肩車型﹂ の社
会に なり︑消費 税増
税が 必要とパン フや
新聞 広告などに ８億
円も 投じて宣伝 して
います︒

衆院社会保障・税特別委員会で質
問する塩川氏

5

２０12年６月10日
ＮＯ.２１７
貞作通信

東菅野、林自動車前（3・4・18号工事）
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仕事
くらしの
悩み

